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【英文原著・症例報告】 
Ito H, Yamaguchi H, Fujikawa A, Tanaka N, Furugen A, Miyamori K, Takahashi N, 
Ogura J, Kobayashi M, Yamada T, Mano N, Iseki K . 
A full validated hydrophilic interaction liquid chromatography-tandem mass 
spectrometric method for the quantification of oxaliplatin in human plasma ultrafiltrates. 
J Pharm Biomed Anal. 71: 99-103 (2012) 
 
Yamaguchi H, Fujikawa A, Ito H, Tanaka N, Furugen A, Miyamori K, Takahashi N, 
Ogura J, Kobayashi M, Yamada T, Mano N, Iseki K. 
A rapid and sensitive LC/ESI-MS/MS method for quantitative analysis of docetaxel in 
human plasma and its application to a pharmacokinetic study. 
J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 893-894:157-161 (2012) 
 
 
【和文原著・総説・症例報告】 
北村正樹, 赤松孝, 池上英文, 北原隆志, 白石 正, 高田勝利, 唯野貢司, 継田雅

美, 前田頼伸, 村木優一, 森 健, 山田武宏, 
：平成 23 年度学術委員会学術第 5 小委員会：感染制御認定および専門薬剤師に

よる医療経済を含めた病院感染制御活動への貢献度実態調査 
日本病院薬剤師会雑誌 48: 932-934 (2012) 
 
長田 貴之, 柴山 良彦, 熊井 正貴, 山田 武宏, 笠師 久美子, 倉本 倫之介, 洲
崎 真吾, 赤澤 茂, 真栄田 浩行, 坂下 智博, 折舘 伸彦, 本間 明宏, 福田 諭, 
菅原 満, 井関 健 
：オピオイドによる難治性の嘔気とめまいに対してヒスタミン H1 受容体拮抗薬

とペロスピロンの併用が有効であった 2 症例 
医療薬学 38: 51-55 (2012) 
 
山本千秋、清川真美、原田幸子、深井敏隆、笠師久美子、山田武宏、井関 健 
：携帯情報端末（PDA）導入による調剤過誤リスク低減効果について 
北海道病院薬剤師会誌 85: (2012) 
 
 



笠師久美子 
：スポーツ薬理学からみた薬剤師専門性教育，薬学雑誌 132：1325-1328 (2012) 
 
 
【学会・講演会発表】 
 
＜全国学会：シンポジウム・特別講演＞ 
井関 健 
：在宅医療でのがん診療におけるチーム連携 地域連携の架け橋を目指して 

入院治療から在宅医療への段差のないケアへ 
日本ジェネリック医薬品学会 第 6 回学術大会イブニングセミナー（2012 年 6 月、

東京） 
 
笠師久美子 
：プラスαの薬剤師専門性教育 スポーツ薬理学からみた薬剤師専門性教育 
日本薬学会第 132 年会（札幌・2012 年 3 月） 
 
＜全国学会：一般演題＞ 
佐藤紀宏、笠師久美子、山田武宏、柴山良彦、山田順子、宮田靖志、深井敏隆、

井関 健 
：薬剤師による初期医師臨床研修プログラムへの介入と期待される効果 
日本医療薬学会第 22 年会（2012 年 10 月、新潟） 
 
山田武宏、石黒信久、宮本剛典、笠師久美子、深井敏隆、井関 健 
：特定抗菌薬使用届出システムの構築と導入後の抗菌薬使用量変化 
日本医療薬学会第 22 年会（2012 年 10 月、新潟） 
 
熊井正貴、清川真美、笠師久美子、山田武宏、井関 健 
：緩和ケアチーム薬剤師の介入によりリチウム中毒の進行を防いだ 1 症例 
日本医療薬学会第 22 年会（2012 年 10 月、新潟） 
 
藤村拓也、久保田康生、相馬まゆ子、今田愛也、佐々木洋一、笠師久美子、山

田武宏、井関 健 
：パクリタキセルによる末梢神経障害に対するプレガバリンの有用性について

の検討 
日本医療薬学会第 22 年会（2012 年 10 月、新潟） 

http://ci.nii.ac.jp/naid/110009618853


 
須賀香屋子, 小梶哲雄, 稲垣知恵, 山田武宏, 井関健 
：DBS(Dried Blood Spot)法を用いた、LC/MS/MS によるミコフェノール酸モフェ

チルの血中濃度モニタリングに関する検討 
第 29 回日本 TDM 学会（2012 年 6 月、神戸） 
 
山崎浩二郎, 須田範行, 新沼朋美, 水口貴史, 小林正紀, 山田勇磨, 山下美妃, 柴
山良彦, 山田武宏, 井関健 
：手術部サテライトファーマシーにおける麻酔薬の無菌混合調製体制の確立 
日本薬学会第 132 年会（2012 年 3 月、札幌） 
 
後藤光秀, 山下美妃, 川岸亨, 清川真美, 原田幸子, 笠師久美子, 山田武宏, 井関

健 
：持参薬業務により薬剤師の果たすリスクマネジメントに関する評価 
日本薬学会第 132 年会（2012 年 3 月、札幌） 
 
清川真美, 西村雅勝, 重松明男, 笠師久美子, 山田武宏, 武田宏司, 井関 健 
：経腸栄養管理が ADL 向上に有用であった HIV 感染患者の一例 
日本薬学会第 132 年会（2012 年 3 月、札幌） 
 
田澤佑基，松村一仙，佐藤夕紀，鷲見正人，武隈洋，重松明男，笠師久美子，

山田武宏，田中淳司，橋野聡，井関健，今村雅寛，菅原満 
：中等度 VP-16/シクロホスファミド（CY）/全身放射線（TBI）前処置レジメン

における VP-16 の PK/PD 解析 
第 34 回日本造血幹細胞移植学会（大阪・2012 年 2 月） 
 
＜地方学会・研究会・その他講演発表＞ 
今井俊吾、西村あや子、沖洋充、山田武宏、井関健 
：2 種のバンコマイシン TDM 解析ソフトの予測精度の差に関する検討 
北海道 TDM 研究会第 26 回研究発表会（2012 年 12 月、札幌） 
＊優秀演題賞受賞 
 
佐藤紀宏、笠師久美子、山田武宏、柴山良彦、山田順子、宮田靖志、深井敏隆、

井関 健 
：薬剤師主導の体験型演習を取り入れた初期医師臨床研修プログラムの評価 
第 22 回日本医療薬学会年会（2012 年 11 月、札幌） 



熊井正貴 
：がん疼痛緩和のポイント 
根室市学術講演会（2012 年 11 月、根室） 
 
浅野逸郎 
：初診時エイズ発症例における薬剤選択とその効果 
北海道 HIV Meeting（2012 年 10 月、札幌） 
 
山本千秋、清川真美、原田幸子、深井敏隆、笠師久美子、山田武宏、井関 健 
：携帯情報端末（PDA）導入による調剤過誤リスク低減効果について 
北海道病院薬剤師会 会員研究発表（2012 年 6 月、札幌） 
 
笠師久美子 
：固形製剤服用における製剤の大きさ，比重，姿勢の影響 
北海道歯学会(札幌・2012 年 3 月) 
 
【競争的獲得資金】 
―科研費奨励研究（2012 年度）― 
石川修平 
新規抗 MRSA 薬ダプトマイシンによる横紋筋融解症発現機構に関する研究 
（課題番号：24929002） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


